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「F規 いていたら しヽつてもとうぞミユデイサービス 本 町会掲・サテライトサロン

埼玉県新しい公共推進事業r南西都振興センター

からの委託事業です。(2月 10日 まで食6固 )

ラワン中 ・高等学校

クラブ活動サッカー修行来日
マレーシアセラシゴ…ルllllll全寮制選抜中・高等学校

2003年 度に続いて、上記学校より数師と学

生が研修に参ります。

この度tよ人数規模も大きく、目的は「学校

クラブ活動でのサッカーを強くしたい」という

ことで醸間の教師と .・
・・…・・・・.教顕発生他複・

L名 の学生が

光国際高校です。さ |.   . .すらほ朝田市

諮膚          志母響
なります。滞在中の経費は弊法人が負担t/dす

ので助成金を当てに動いて準備してきました

ぶ 鋼懸肝 という厳助 縮果0坤での期煎

す。曽様の力もお階りじて節約ながら充棄した

内容にと思い準備中です。便宣供与・′げ 一品
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綱OA=予 相辞ぷ

島圏 憲一氏

歓父みやのおお商店街撮県組合
(曲)理戦震

南西部地域における
宮お会‖内会活時について

平 修入氏

理学院大学教授

縮群報転第二町内基

全目的増加について

NPO巌糾 ズ鱗

】鮒Pは燎お線踊るために
松島 億一氏

器産綱門践A沼あさかセカ‐衛快書士|

活動から操題提記

新魁子育てネットワ‐タ

ふじみの国際交流センター

オ‐ラルヘルスプllモ‐ション研塊会

地 域 の カ

和光まちづくりNPOセンタい

日a需鷺移碧ヨ辞
田尻 佳史氏

認定NPO漱六出本ヽPOセンタい

事務局長

活動から操田提超

さいたまNPOセンタ

上福隅障害者文機センタ
‐21

ざょうだ足袋険ネットワ
ーク

ェョシティ志木

メイあさかセンター

上ヽげ・カンパなどご協力くださいませ。

総を通じての笈好マレーシア各地での展覧会と第 50回交換交流準備

第49回 にL― いただいた日本の作品は、6月27日にF9hまつたペナン州の最覧会からスタートし

マレーシア各地にお騒けが始まりました。ラ畠:面セランゴール州ウルセランゴール教簡事務所 (KKB)・ 亨ン

野郷笛鑑亀秒幾協鵠畢難腿脇轟襲i響鞄
会をし49・ 50回 の作品交換が行われます。サ′W帆・ペラ州は来年始めの展覧会実施時に交換会をL/1す。
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平成24年 度定期総会終了
24年 6月 23日 (土)2時

朝霞市中央公民館で開催

いつもながら大勢の参力8を

得ての書議でした。定款変更も

承認されて、中間支援組織とし

ても歩み出します。

になつた、 だ

麟体みに
こ参力8じ

てギャラリーも巻き込んで書
出しをしました。時には楽器を
取り換えて ・・・・

最後はお得意の
“
さんぽ

ル
の

演案で楽しくフィエッシュで
した。会場は幼児から高齢者ま
で同じリズムの中に、b地 良い
B寺間の共有が出来ました。

埼玉県

国際ジュエアサッカー大会
マレーシアナショナルチーム
=位  鋼 メダルを胸にlle国

7月 25圏 ～ 29日

ワンナイトスティ&交流
ホームスティを9軒 にお世話
になり、少林寺拳法のグル…プ
や少年サッカー逮盟の方々に
お世話になり交流をしました。
ホストファミリー対面会では、
体蕎館会議襲にマレキシアの
児童画を展示し杯圏楽会

"の
寧

曲演案に聴き入り缶々の家路
につきました。本年は10周 年
記爺になり貴重な3位でした。

介護者サロン『ほつと弁財」

市役所座談会

南西部NPO南 成コンペ

コミ協総会

替楽協会20周 年音楽会

商西者B連絡会総会

福祉進行管理委員会

日本NPOセ ンター総会

新しい公共補助金プレゼン

国際交流協会協カネッ

トワーク幹事会
*6月5～8日 マレーシアデサフマン相談会

*6月118 NGOネ ット総会

*6月13日 南 西部NPO運 営委員会
*6月14B 介護者サBン「ほっと弁財」
*6月268 い ききネットワーク

*6月29日 埼 玉県アジアクラフ

*6月29日 朝 霞第六小評議員会
氷6月30B～7月8日

マレーシア訪Po3

市役所座談余

国際理解教育学会で発表

いきいきネット役員会
サマーフェスティ′Wレ
実行委員会
埼玉県社協理事会
いきいきネットワーク
ジュエアサッカー来朝
交流 ・対面会

米7月27～29B
ジュニアサッカー試含

*7月26B NGOネ ット役員会
*8月 1日 数 師のための国際理解

セミナー参加
*開  48～8月 5日

朝霞市民祭り本部委員
*8周 98 南 西書ほ運営委員会
*8月 25日 ～26日

中央公民館サマーフェスティバル
・出展 ・頒布 ・発表

あ音がさ
猛馨も、厭わず、お元気で通わ

れるご高齢のお々に励まされて、
連田お盆体み返上で汗を流し、難
かしいこれからの事業の計画立
案で明け馨れています。変わらな
いご支援を期待申し上げます。

代表理事 尾 池

球く5月10日

米5月10B

*5月14日

*5目17日

*5月20日

*5R21B

*58258

*58258

*3月298

*6月 1日

*7月12日

*7月15日

ネ7月20日
*7月22B

*7月23日
*7月24日
*7月25日

毬 拙  け  で  (24年 度4紳 目黎積)・・・・・・20,2年 S周  ～″0コ″穏 目

療育音楽を楽しむ会
第四土曜日午後28寺～

中央公民館音楽曇に元気が弾

けます。知的障がい児 ・者と高

齢者がしヽい8守閣を共有 してしヽ

8周例会は、26日 (日)
中央公民館サマーフス
ティバルでステージ発
表します。1213卜
懸援してください 1

第 3本 躍 日 ・中央公民館で
音楽療法でリハビリをし仲間作

りや学習をして20年 余。
98歳 最高齢でお元気でお手本で

す。遊びにお越しください !

図書館祭り
発表 ・行事部門に参加

24年 6月 23日 (土 )

続 :1ペ ージより セミナー後半プログラム

11月 25日 (日)13130～17100 新座ほっとぶらざ 意 見交換余
12月  8日 (土)10100～17i40朝 霞市産業文イとセンター

プレスリリース・電子町内余
寄合い電子チラシほついて

2月 10E3(日 )13i30～16130 新座市ほつとぶらざ。ワールドカフェ


